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││ ところで︑一般に﹁宇宙実
験は実現までのハードルが非常に

ア ー ト か ら 見 え る 宇 宙
し﹁無重力でこれが不要になると
すると⁝⁝﹂と疑問を抱いたから
です︒
││ 重力の負荷がなくなる宇宙
空間で︑筋量や骨量の低下を最小
限に抑えるため︑宇宙飛行士は毎
日かなりの時間をトレーニングに
費やしています︒
宮永 いずれ地上に戻るからには
それは絶対に必要です︒しかしそ
うでなければ︑人体はどう﹁進
化﹂するのか︒あるいは人体に合
うように人工的な重力のある環境
をつくるのかもしれませんし︒さ
まざまな疑問がわきます︒若田さ
んへのお願いの中には︑魚のほか
にも︑壁をはうクモや︑羽ばたく
鳥になった気持ちで室内を移動を
してもらうというものもありまし
た︒
││ なかなか難しい注文だった

││ さまざまな国籍や文化的背
景を持つ人々との仕事をしつつ︑
しかも日本語での微妙なニュアン
スも含め受け止めてくれる若田さ
んだったからこそ︑
という部分は？
宮永 それはとても大きなファク
ターです︒手続きに時間がかかっ
たのも︑芸術実験の意義や意味
をなかなかご理解いただけなかっ
た︑また説明しきれなかったから
だと思っていますから⁝⁝︒
軌道上では︑実験準備も含め１
時間半︒若田さんにいろいろな面
でご配慮いただき実現した実験だ
ったと︑本当に感謝しています︒

んでしょうか？
宮永 いえ︑もうそれらのすべて
の動作が見事に︑美しくスムーズ
に行われていた︒
││ 若田さんはだいぶ事前に練
習していた？
宮永 わかりません︒うかがって
ませんが︑帰還されてお話する機
会があればぜひ聞きたい部分です
ね︒いずれにしろその動作の一部
始終を筑波のきぼう管制室の一角
から目の当たりにすることができ
て感激しました︒人類が自ら選択
した﹁進化﹂への扉が開かれてい
くのを目の当たりにする喜びを感
じました︒

関しても緊急事態への対応を妨げ
るものであってはならないわけで
す︒
││ 火災やデブリ衝突なども想
定して⁝⁝︒
宮永 両脚の固定にヒモを使うの
でなくベルクロを使用したのもそ
のためです︒
││ 若田さんとは事前の打ち合
わせは？
宮永 バックアップクルーの野口
聡一さんとともに面談のお時間を
いただきました︒実験の主旨を
よく理解していただいただけでな
く︑
実施を了解してもらえました︒

しさとか大変さを実感してきまし
作者・小山宙哉さんに聞く
た︒思っていたよりも大変だぞと
︵笑︶
︒
││ 夢と現実の落差ということ
ですね︒具体的には︑たとえばど
んな︒
2008年から漫画誌
﹃モーニング﹄
で連載が始まったこの作品は︑
小山 まず宇宙飛行士に選ばれる
タイトルの通り︑
宇宙をめざす兄弟の物語です︒
こと自体が相当難しいというのも
時代設定は2025年︒
主人公の南波六太
︵むった︶
は︑
そうですけど︑そもそも月に基地
JAXAの選抜試験を受け︑
ライバルたちと競い合いながら
をつくるのは難しいとか︑そうい
宇宙飛行士候補者をめざします︒
そして︑
兄よりひと足先に
うマイナスイメージな話を聞いた
宇宙飛行士になった弟の南波日々人
︵ひびと︶
は︑
ので︑厳しいなあって︒ただ︑宇
月での長期滞在をめざし旅立っていきます︒
宙に詳しい方が見ても︑これな
今回は︑
この漫画の作者・小山宙哉さんに
らギリギリ納得できるだろうとい
執筆の苦労話などをうかがいました︒
うところを描きたいと思っていま
す︒
﹁重力装置付きの宇宙船で快
適に火星へ行く﹂とか︑漫画なん
専門家がギリギリ
で自由にできちゃいますけど︑実
納得できるところを
際には資金面で無理があったり︑
描いていきたい
船内が快適でないことも多かった
りするようなので︑そういうリア

実施までハードルが高い
だけに感激もひとしお

湿度を記録する計器類の持ち込
みも考えていましたが︑安全に関
わる審査が非常に厳しく︑新たな
機材をＩＳＳに持ち込むことはあ
きらめざるを得ませんでした︒若
田さんに︑お願いした﹁動作﹂に

て︑宇宙開発や宇宙飛行士に対す
る思いや関心はいかがですか︒
小山 やはり描く前は何も知らな
いところから始めて︑取材して
いろいろ知っていく中で現実の厳

が︑先生の場合は︑ご専門の美術
解剖学の視点から︑実証的な検討
を加えようと？
宮永 宇宙で世代を重ねることを
美術解剖学者が宇宙飛行士をモデルに探る身体の未来像
選んだとすると︑人類はどのよう
な進化を遂げるか︑考えてゆくベ
ースがほしかった︒宇宙飛行士
に︑無重力状態だからこそでき
るさまざまな動作を試行してもら
若田光一宇宙飛行士の国際宇宙ステーション
︵ＩＳＳ︶
い
︑その映像を見ながら︑印象も
長期滞在開始から１か月ほどが過ぎた４月 日︑
東京藝術大学の
含
めてうかがってみたわけです︒
宮永美知代助教が提案した宇宙実験が軌道上で実施された︒
たとえばレオナルド・ダ・ヴィンチ
プレスリリースされたその題名は
︽微小重力の身体と衣服設計に
は生涯に約 体を解剖し︑それを
関する基礎実験￨宇宙でのファッショナブルライフ￨︾⁝⁝︒
作品に活かしていた︒ルネサンス
文面を熟読玩味してもなかなかその内容が伝わってこないので︑
期は︑それまで宗教によりタブー
詳細をうかがうべく上野の森のキャンパスに宮永先生を訪ねた︒
視されていた人体を︑それこそ内
︵取材・文／喜多充成︶
部構造から含め︑芸術家が再発見
した時代だった⁝⁝︒
││ 人類が宇宙で活動しはじめ
無重力状態では
たいまこそ︑芸術は人体を再々発
脚が不要になる？
見できるはず︑と？
││ 先生︑つまり何を知りたい 宮永 誇張されすぎですが︑そう
がための実験だったんですか？
いう言い方でもいいかも
︵笑︶
︒
宮永 出発点は︑人間が宇宙のゼ ││ では具体的に︑若田さんに
ロＧ環境で生活するとしたら︑身 何をやってもらったんですか？
体と身体の使われ方にどのような 宮永 たとえば両足を膝と足首の
変化が起きるのか︑という興味か ところでベルクロで固定し︑
﹁魚
になった気持ち﹂で移動してもら
ら発案した実験でした︒
││ 無重力や低重力への適応と ったりしました︒これは私自身が
いうことであれば︑古くは﹁タ 以前パラボリックフライト︵航空
コ型の火星人﹂がその典型でした 機内で短時間の無重力状態を再現
ね︒体肢は細く柔軟で︑非常に する飛行方法︶を体験した時に︑
発達した脳だけを支える⁝⁝︒も ﹁なぜ脚はこんなに大きいのか︒
ちろん作家の想像力の産物でした 身体の半分も占めている﹂と実感

││ １ 年 以 上 連 載 を 続 け て き
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それまで手をついて歩いたり、
枝からぶ
ら下がって暮らしていた人類の祖先が、
直立二足歩行したことから生じたのが
「腰椎の前弯
（図中の赤の部分）
」
。
数百万
年前、
ヒトの身体に起きたであろう、
き
わめて劇的な変化だった。
「今回の実験
結果をもとに、
長期宇宙滞在における身
体と衣服のもつ意味の大きさを考えつ
つ、
未来の身体、
未来のファッションを、
繊維素材の専門家、
デザイナー、CGア
ーティスト、
彫刻家らとともに展開して
いきたいと思っています」
（宮永さん）
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バネ式の体重計を使う
若田宇宙飛行士。
緑色の骨格のトレースは
宮永さんによるもの。
当然ながら1Gの重力に
抗
（あらが）
うための
「腰椎の前弯」
は
見あたらない
15
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ないか︑必要な対策がとられてい
るかなどが確認されます︒動作実
施後のアンケートの設問について
も同様で︑たしかにそれは必要な
ことだと思います︒
また当初は身体表面の温度や

漫画家

Miyanaga Michiyo

高く︑時間もかかる﹂というイメ
ージがあります︒
宮永 たしかにそれはあります︒
しかし宇宙でなくては実現できな
い実験もある︒だから私もチャレ
ンジしたんです︒実はこの提案
も︑倫理委員会から指摘を受け
﹁もうダメか﹂という思いを味わ
った末に︑実現したものだったん
です︒
││ 倫理委員会？
宮永 人間を対象とする研究は︑
倫理面および安全面での確認が必
要となっています︒必要以上に苦
痛や負担を与えることになってい

小山宙哉さん Koyama Chuya

宮永美知代さん

